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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 住友ベークライト株式会社

証券コード 4203

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

住所又は本店所在地 〒100-6432　東京都千代田区丸の内2丁目7番3号　東京ビルディング

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成2年10月18日

代表者氏名 猪股伸晃

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 投資信託委託業及び投資顧問業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー　

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 24,257,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O P Q 24,257,000

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 24,257,000

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年2月6日現在）
V 262,952,394

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
9.22

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
8.14

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成26年12月9日 株券 1,000 0.00 市場外 処分 473.10

平成26年12月9日 株券 228,000 0.09 市場内 取得

平成26年12月9日 株券 160,000 0.06 市場外 取得 474.06

平成26年12月10日 株券 3,000 0.00 市場内 処分

平成26年12月10日 株券 2,000 0.00 市場外 処分 464.55

平成26年12月10日 株券 30,000 0.01 市場内 取得
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平成26年12月10日 株券 4,000 0.00 市場外 取得 464.30

平成26年12月11日 株券 5,000 0.00 市場内 処分

平成26年12月11日 株券 11,000 0.00 市場内 取得

平成26年12月12日 株券 13,000 0.00 市場内 処分

平成26年12月12日 株券 2,000 0.00 市場外 処分 458.90

平成26年12月12日 株券 63,000 0.02 市場内 取得

平成26年12月12日 株券 23,000 0.01 市場外 取得 459.02

平成26年12月15日 株券 3,000 0.00 市場内 処分

平成26年12月15日 株券 3,000 0.00 市場外 処分 446.20

平成26年12月15日 株券 11,000 0.00 市場内 取得

平成26年12月15日 株券 3,000 0.00 市場外 取得 449.53

平成26年12月16日 株券 5,000 0.00 市場内 取得

平成26年12月16日 株券 2,000 0.00 市場外 取得 441.75

平成26年12月17日 株券 94,000 0.04 市場内 取得

平成26年12月17日 株券 32,000 0.01 市場外 取得 443.54

平成26年12月18日 株券 126,000 0.05 市場内 取得

平成26年12月18日 株券 55,000 0.02 市場外 取得 456.28

平成26年12月19日 株券 3,000 0.00 市場内 処分

平成26年12月19日 株券 2,000 0.00 市場外 処分 462.85

平成26年12月19日 株券 190,000 0.07 市場内 取得

平成26年12月19日 株券 44,000 0.02 市場外 取得 465.56

平成26年12月24日 株券 1,000 0.00 市場外 処分 479.10

平成26年12月24日 株券 4,000 0.00 市場内 取得

平成26年12月24日 株券 1,000 0.00 市場外 取得 479.70

平成26年12月25日 株券 4,000 0.00 市場内 取得

平成26年12月25日 株券 1,000 0.00 市場外 取得 477.90

平成26年12月29日 株券 5,000 0.00 市場内 処分

平成26年12月29日 株券 2,000 0.00 市場外 処分 475.10

平成26年12月30日 株券 3,000 0.00 市場内 処分

平成26年12月30日 株券 2,000 0.00 市場外 処分 470.50

平成26年12月30日 株券 4,000 0.00 市場内 取得

平成26年12月30日 株券 2,000 0.00 市場外 取得 472.35

平成27年1月5日 株券 23,000 0.01 市場内 処分

平成27年1月5日 株券 3,000 0.00 市場外 処分 467.57

平成27年1月6日 株券 17,000 0.01 市場内 処分

平成27年1月6日 株券 9,000 0.00 市場外 処分 455.04
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平成27年1月6日 株券 2,000 0.00 市場内 取得

平成27年1月6日 株券 1,000 0.00 市場外 取得 456.80

平成27年1月7日 株券 3,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月7日 株券 1,000 0.00 市場外 処分 461.10

平成27年1月8日 株券 9,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月8日 株券 12,000 0.00 市場外 処分 465.77

平成27年1月8日 株券 62,000 0.02 市場内 取得

平成27年1月8日 株券 13,000 0.00 市場外 取得 467.23

平成27年1月9日 株券 6,000 0.00 市場内 取得

平成27年1月13日 株券 18,000 0.01 市場内 処分

平成27年1月13日 株券 6,000 0.00 市場外 処分 454.28

平成27年1月14日 株券 7,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月14日 株券 15,000 0.01 市場外 処分 458.33

平成27年1月14日 株券 3,000 0.00 市場内 取得

平成27年1月15日 株券 17,000 0.01 市場内 処分

平成27年1月15日 株券 1,000 0.00 市場外 処分 458.00

平成27年1月15日 株券 14,000 0.01 市場内 取得

平成27年1月15日 株券 454,000 0.17 市場外 処分
契約解消による資

産の減少

平成27年1月16日 株券 34,000 0.01 市場内 処分

平成27年1月16日 株券 9,000 0.00 市場外 処分 451.11

平成27年1月19日 株券 66,000 0.03 市場内 処分

平成27年1月19日 株券 7,000 0.00 市場外 処分 458.14

平成27年1月19日 株券 3,000 0.00 市場内 取得

平成27年1月19日 株券 1,000 0.00 市場外 取得 458.60

平成27年1月20日 株券 10,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月20日 株券 2,000 0.00 市場外 処分 466.10

平成27年1月20日 株券 19,000 0.01 市場内 取得

平成27年1月21日 株券 5,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月21日 株券 1,000 0.00 市場外 取得 464.00

平成27年1月22日 株券 2,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月22日 株券 2,000 0.00 市場外 処分 457.75

平成27年1月23日 株券 8,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月23日 株券 6,000 0.00 市場外 処分 457.10

平成27年1月23日 株券 3,000 0.00 市場内 取得

平成27年1月26日 株券 4,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月26日 株券 9,000 0.00 市場外 処分 456.90
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平成27年1月27日 株券 2,000 0.00 市場内 取得

平成27年1月28日 株券 10,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月28日 株券 9,000 0.00 市場外 処分 482.10

平成27年1月30日 株券 4,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月30日 株券 244,000 0.09 市場内 取得

平成27年1月30日 株券 115,000 0.04 市場外 取得 489.70

平成27年2月2日 株券 263,000 0.10 市場内 取得

平成27年2月2日 株券 272,000 0.10 市場外 取得 490.09

平成27年2月3日 株券 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年2月3日 株券 3,000 0.00 市場外 処分 494.67

平成27年2月3日 株券 271,000 0.10 市場外 処分
契約解消による資

産の減少

平成27年2月3日 株券 356,000 0.14 市場内 取得

平成27年2月3日 株券 149,000 0.06 市場外 取得 493.30

平成27年2月4日 株券 37,000 0.01 市場内 処分

平成27年2月4日 株券 125,000 0.05 市場内 取得

平成27年2月4日 株券 323,000 0.12 市場外 取得 500.77

平成27年2月5日 株券 52,000 0.02 市場内 処分

平成27年2月5日 株券 417,000 0.16 市場内 取得

平成27年2月5日 株券 74,000 0.03 市場外 取得 488.72

平成27年2月6日 株券 367,000 0.14 市場内 取得

平成27年2月6日 株券 45,000 0.02 市場外 取得 493.44

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保契約　GOLDMAN SACHS INTL　72,000株差入

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 10,692,956

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 10,692,956

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地
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２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称
ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク　

(J.P. Morgan Investment Management Inc.)

住所又は本店所在地
アメリカ合衆国10017ニューヨーク州　ニューヨーク　パーク・アベニュー

270

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和59年2月7日

代表者氏名 ジョン・ドノヒュー

代表者役職 マネージング・ダイレクター

事業内容 投資顧問業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー

　アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

顧客の資産運用を図り、有価証券等への投資の一部として、日本株を保有するファンドでの買付にかかるもので、純投資を目

的としている。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 676,000
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新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O P Q 676,000

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 676,000

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年2月6日現在）
V 262,952,394

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.26

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.35

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成26年12月10日 株券 48,000 0.02 市場内 処分

平成26年12月10日 株券 14,000 0.01 市場外 処分 463.04

平成26年12月16日 株券 35,000 0.01 市場内 取得

平成26年12月16日 株券 3,000 0.00 市場外 取得 437.83

平成27年1月7日 株券 99,000 0.04 市場内 取得

平成27年1月7日 株券 40,000 0.02 市場外 取得 461.07

平成27年1月8日 株券 80,000 0.03 市場内 取得

平成27年1月8日 株券 6,000 0.00 市場外 取得 469.07

平成27年2月5日 株券 119,000 0.05 市場内 処分

平成27年2月5日 株券 115,000 0.04 市場外 処分 492.68
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平成27年2月6日 株券 197,000 0.07 市場内 処分

平成27年2月6日 株券 19,000 0.01 市場外 処分 493.71

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 284,258

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 284,258

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

３【提出者（大量保有者）／３】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称
ジェー・エフ・アセット・マネジメント・リミテッド　(JF Asset

Management Limited)

住所又は本店所在地 香港、セントラル、コーノート・ロード８、チャーター・ハウス21階

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和49年11月26日

代表者氏名 ピーター・ウォルシュ

代表者役職 ダイレクター

事業内容 インベストメント・マネージメント
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④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー

　アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 453,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O P Q 453,000

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 453,000

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年2月6日現在）
V 262,952,394

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.17
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直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.20

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成27年1月7日 株券 14,000 0.01 市場内 処分

平成27年1月7日 株券 4,000 0.00 市場外 処分 450.88

平成27年1月9日 株券 24,000 0.01 市場内 処分

平成27年1月13日 株券 14,000 0.01 市場内 処分

平成27年1月16日 株券 17,000 0.01 市場内 処分

平成27年1月19日 株券 27,000 0.01 市場内 処分

平成27年1月19日 株券 2,000 0.00 市場外 処分 457.70

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 190,058

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 190,058

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

４【提出者（大量保有者）／４】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーショ

ン

住所又は本店所在地
(本社)アメリカ合衆国オハイオ州コロンバス市ポラリス・パークウェー1111

（東京支店）東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　東京ビルディング

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地
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②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和43年11月26日

代表者氏名 李家　輝

代表者役職 日本における代表者（兼）東京支店長

事業内容 銀行業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー　

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

米国及び国内外において、銀行業（投資銀行・商業銀行業務及び資産運用業務等を含む。）を営む上で、国内の株式に投資し

ている。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,265,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O P Q 1,265,000
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信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,265,000

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年2月6日現在）
V 262,952,394

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.48

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.46

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成26年12月10日 株券 3,000 0.00 市場内 処分

平成26年12月17日 株券 32,000 0.01 市場内 取得

平成27年2月5日 株券 8,000 0.00 市場内 処分

平成27年2月6日 株券 9,000 0.00 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 524,539

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 524,539

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地
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第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１）JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

（２）ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク　(J.P. Morgan Investment Management Inc.)

（３）ジェー・エフ・アセット・マネジメント・リミテッド　(JF Asset Management Limited)

（４）ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 26,651,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O P Q 26,651,000

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 26,651,000

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年2月6日現在）
V 262,952,394

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.14

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
9.16
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（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総数）

（株・口）
株券等保有割合（％）

JPモルガン・アセット・マネジメント株式

会社
24,257,000 9.22

ジェー・ピー・モルガン・インベストメン

ト・マネージメント・インク　(J.P.

Morgan Investment Management Inc.)

676,000 0.26

ジェー・エフ・アセット・マネジメント・

リミテッド　(JF Asset Management

Limited)

453,000 0.17

ジェー・ピー・モルガン・チェース・バン

ク・ナショナル・アソシエーション
1,265,000 0.48

合計 26,651,000 10.14
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